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1
中央土地区画整理事
業

中央土地区画整理事業
街路灯設置工事（R４ー１）

深谷市深谷町地内ほ
か

５ヶ月 電気工事 街路灯　N＝１０基 一般競争入札 令和４年４月 新規

2
深谷グリーンパーク
管理運営事業

Ｒ４深谷グリーンパーク建築改修工
事

深谷市樫合地内 ９ヶ月 建築一式工事 プール改修、建具改修ほか 一般競争入札 令和４年５月 新規

3
深谷グリーンパーク
管理運営事業

Ｒ４深谷グリーンパーク電気設備改
修工事

深谷市樫合地内 ９ヶ月 電気工事
動力盤、照明器具、分電盤、自火
報設備の改修ほか

一般競争入札 令和４年５月 新規

4
深谷グリーンパーク
管理運営事業

Ｒ４深谷グリーンパーク機械設備改
修工事

深谷市樫合地内 ９ヶ月 管工事
各種ポンプ、熱交換器、空調機の
改修ほか

一般競争入札 令和４年５月 新規

5 深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新４－２） 深谷市稲荷町地内 ４ヶ月 舗装工事 本復旧工　A=3,000㎡ 一般競争入札 令和４年５月 新規

6 深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新４－３） 深谷市武蔵野地内 ４ヶ月 舗装工事 本復旧工　A=1,320㎡ 一般競争入札 令和４年５月 新規

7 市営住宅管理事業
市営緑ケ丘住宅５９－２号棟（Ａ）配
管改修工事

深谷市緑ケ丘地内 ６ヶ月 管工事
ＲＣ造４階建　１６戸　共同住宅の
給排水管更新工事ほか

一般競争入札 令和４年５月 新規

8 道路維持管理事業 雨水管布設工事 小前田地内 ６ヶ月 土木一式工事 Ｌ＝１５０ｍ、φ３００ 一般競争入札 令和４年５月 新規

9 スマートIC整備事業 舗装新設工事 深谷市本郷地内 ３ヶ月 舗装工事 工事延長　Ｌ＝６０ｍ 一般競争入札 令和４年５月 新規

10 産業拠点推進事業 道路改良工事 深谷市永田地内 ７ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝３２０ｍ 一般競争入札 令和４年５月 新規

11
常備消防施設維持管
理事業

旧花園消防署川本分署解体工事 深谷田中地内 ５ヶ月 解体工事
旧川本分署（付属建物、外構含
む）解体工事１式

一般競争入札 令和４年５月 新規

12
常備消防施設維持管
理事業

消防本部庁舎空調設備改修工事 深谷市上敷免 ７ヶ月 管工事
空調設備（熱源機器等）の更新工
事

一般競争入札 令和４年５月 新規

13
小学校施設整備維持
事業

花園小学校本校舎外部改修工事 深谷市小前田地内 ４ヶ月 建築一式工事
本校舎屋上の防水改修工事　約
1,700㎡及び一部外壁改修工事
約1,000㎡

一般競争入札 令和４年５月 新規

14
中学校施設整備維持
事業

幡羅中学校北校舎外部改修工事 深谷市常盤町地内 ４ヶ月 防水工事
北校舎屋上の防水改修工事　約
630㎡

一般競争入札 令和４年５月 新規

15 産業拠点推進事業 ポケットパーク整備工事 深谷市黒田地内 ４ケ月 土木一式工事 ポケットパークA＝1,800㎡ 一般競争入札 令和４年６月 新規

16 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－１工区） 深谷市人見地内ほか ６ヶ月 土木一式工事
工事延長　L=510m（総合体育館
系）

一般競争入札 令和４年６月 新規

17 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－２工区）
深谷市上柴町西６丁
目地内

６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=410m 一般競争入札 令和４年６月 新規
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18 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－４工区） 深谷市普済寺地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=420m 一般競争入札 令和４年６月 新規

19 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－８工区） 深谷市田谷地内ほか ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=215m 一般競争入札 令和４年６月 新規

20 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-1汚水） 深谷市岡地内 ９ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=570ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

21 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-2汚水） 深谷市岡地内 ９ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=570ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

22 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-3汚水） 深谷市東方地内 ９ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=800ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

23 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-4汚水） 深谷市小前田地内 ９ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=940ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

24 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-5汚水） 深谷市小前田地内 ９ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=940ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

25 深谷市下水道事業
農業集落排水処理施設「大谷地区」
改修工事

深谷市大谷地内 ９ヶ月 水道施設工事 処理施設改修工　N=1式 一般競争入札 令和４年６月 新規

26
中央土地区画整理事
業

中央土地区画整理事業
歩道整備工事（R４ー１）

深谷市深谷町地内ほ
か

６ヶ月 舗装工事
型押式カラーアスファルト舗装
A＝２，０００㎡

一般競争入札 令和４年６月 新規

27 橋りょう維持管理事業 橋梁修繕等工事（2-38号橋1工区） 長在家地内 ９ヶ月 土木一式工事
断面修復工、表面被覆工、橋脚巻
き立て工、沓座拡幅工

一般競争入札 令和４年６月 新規

28 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市柏合地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

29 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市高畑地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝８４ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

30 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市下手計地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１０４ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

31 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市萱場地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年６月 新規

32
花園学校給食セン
ター管理事業

花園学校給食センター解体工事 深谷市小前田地内 ５ヶ月 解体工事
給食センター（S造、２階建て、延
べ床面積約1,130㎡）の解体工事
一式。敷地面積約4,320㎡

一般競争入札 令和４年６月 新規

33
文化財施設管理活用
事業

ホフマン輪窯六号窯保存修理工事
（耐震）

深谷市上敷免地内 ３３ヶ月 建築一式工事 ホフマン輪窯六号窯の耐震工事 未定 令和４年６月
入札時期・方
法の変更

34 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－７工区） 深谷市武蔵野地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=630m 一般競争入札 令和４年７月 新規
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35 深谷市水道事業 配水管布設替工事（下水４－１工区） 深谷市畠山地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=280m 一般競争入札 令和４年７月 新規

36 深谷市水道事業 配水管布設替工事（下水４－２工区） 深谷市小前田地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=765m 一般競争入札 令和４年７月 新規

37 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-6汚水） 深谷市畠山地内 ８ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=570ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

38 深谷市下水道事業
後榛沢地区処理施設機械設備改修
工事

深谷市後榛沢地内 ７ヶ月
機械器具設置
工事

機械器具設置工　N=1式 一般競争入札 令和４年７月 新規

39 深谷市下水道事業
中郷地区処理施設機械設備改修工
事

深谷市武蔵野地内 ７ヶ月
機械器具設置
工事

機械器具設置工　N=1式 一般競争入札 令和４年７月 新規

40 深谷市下水道事業
折之口地区処理施設機械設備改修
工事

深谷市折之口地内 ７ヶ月
機械器具設置
工事

機械器具設置工　N=1式 一般競争入札 令和４年７月 新規

41 道路維持管理事業 舗装修繕工事 櫛挽地内 ４ヶ月 舗装工事 Ｌ＝５００ｍ、切削オーバーレイ工 一般競争入札 令和４年７月 新規

42 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市西島地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝３０ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

43 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市田中地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

44 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市樫合地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝８０ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

45 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市境地内ほか ８ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１８０ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

46 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市西田地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝７５ｍ 一般競争入札 令和４年７月 新規

47 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－３工区） 深谷市人見地内 ６ヶ月 土木一式工事
工事延長　L=400m（藤沢公民館
系）

一般競争入札 令和４年８月 新規

48 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－５工区） 深谷市田中地内ほか ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=630m 一般競争入札 令和４年８月 新規

49 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－６工区） 深谷市本田地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=670m 一般競争入札 令和４年８月 新規

50 深谷市水道事業 配水管布設替工事（４－１工区） 深谷市東方町地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=50m 一般競争入札 令和４年８月 新規

51 深谷市水道事業 配水管布設替工事（４－２工区） 深谷市上野台地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=150m 一般競争入札 令和４年８月 新規
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52 深谷市水道事業 配水管布設替工事（国道４－１工区） 深谷市田中地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=40m 一般競争入札 令和４年８月 新規

53 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-7汚水） 深谷市伊勢方地内 ７ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=530ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

54 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-8汚水） 深谷市岡部地内 ７ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=530ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

55 深谷市下水道事業 公共下水道管布設工事（R4-9汚水） 深谷市普済寺地内 ７ヶ月 土木一式工事 工事延長 Ｌ=530ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

56
国済寺土地区画整理
事業

国済寺土地区画整理事業
街路築造工事

深谷市国済寺地内 ３ヶ月 土木一式 工事延長　Ⅼ＝１５０m 一般競争入札 令和４年８月 新規

57 道路維持管理事業 舗装修繕工事 境地内ほか ４ヶ月 舗装工事 Ｌ＝５５０ｍ、切削オーバーレイ工 一般競争入札 令和４年８月 新規

58 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市後榛沢地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝７５ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

59 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市長在家地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

60 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市人見地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

61 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市山河地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝５５ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

62 河川等整備管理事業 転落防止柵設置工事 深谷市東方地内ほか ３ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１１８ｍ 一般競争入札 令和４年８月 新規

63 深谷市水道事業 配水管布設替工事（更新４－９工区）
深谷市稲荷町1丁目
地内

５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=390m 一般競争入札 令和４年９月 新規

64 深谷市水道事業
配水管布設替工事（更新４－１０工
区）

深谷市東方地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=276m 一般競争入札 令和４年９月 新規

65 深谷市下水道事業
本田東地区処理施設電気設備改修
工事

深谷市本田地内 ６ヶ月 電気工事 電気設備改修工　N=1式 一般競争入札 令和４年９月 新規

66 橋りょう維持管理事業 橋梁修繕等工事（2-39号橋2工区） 長在家地内 ５ヶ月 土木一式工事
舗装打ち換え工、伸縮継手工、橋
面防水工

一般競争入札 令和４年９月 新規

67 道路維持管理事業 舗装修繕工事 田谷地内 ４ヶ月 舗装工事 Ｌ＝１００ｍ、切削オーバーレイ工 一般競争入札 令和４年９月 新規

68 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市西大沼地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１１５ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規
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69 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市畠山地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝７２ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

70 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市田中地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１３６ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

71 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市武蔵野地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１００ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

72 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市小前田地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１３０ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

73 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市小前田地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝８０ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

74 河川等整備管理事業 河川整備工事 深谷市戸森地内 ７ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１２５ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

75 河川等整備管理事業 河川浚渫工事 深谷中瀬地内 ７ヶ月 とび・土工 工事延長　Ｌ＝１１０ｍ 一般競争入札 令和４年９月 新規

76
市営グラウンド等維
持管理業務

旧深谷市民体育館解体工事 本住町地内 ６ヶ月 解体工事
旧深谷市民体育館解体工事他一
式

一般競争入札 令和４年９月 新規

77
論語の里施設管理活
用事業

旧渋沢邸「中の家」防火水槽設置工
事

深谷市血洗島地内 ５ヶ月
コンクリートプ
レハブ工事

防火水槽１基（４０ｔ級）の設置 一般競争入札 令和４年９月 新規

78 深谷市水道事業
配水管布設替工事（更新４－１１工
区）

深谷市武蔵野地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=380m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

79 深谷市水道事業
配水管布設替工事（更新４－１２工
区）

深谷市上柴町東２丁
目地内ほか

５ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=490m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

80 深谷市水道事業
配水管布設替工事（更新４－１３工
区）

深谷市原郷地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=148m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

81 深谷市水道事業
配水管布設替工事（更新４－１４工
区）

深谷市瀬山地内 ６ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=205m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

82 深谷市水道事業 配水管布設替工事（４－３工区） 深谷市普済寺地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=150m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

83 深谷市水道事業 配水管布設替工事（４－４工区） 深谷市畠山地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　L=150m 一般競争入札 令和４年１０月 新規

84 深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新４－４）
深谷市東大沼地内ほ
か

６ヶ月 舗装工事 本復旧工　A=4,700㎡ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

85 深谷市水道事業 舗装本復旧工事（花園更新） 深谷市武蔵野地内 ６ヶ月 舗装工事 本復旧工　A=3,500㎡ 一般競争入札 令和４年１０月 新規
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86 深谷市下水道事業
公共下水道管布設工事（R4-10汚
水・雨水）

深谷市国済寺地内 ５ヶ月 土木一式工事
工事延長 Ｌ=225ｍ（汚水）
　　　　　　 Ｌ=75ｍ（雨水）

一般競争入札 令和４年１０月 新規

87 深谷市下水道事業 舗装本復旧工事（R4-1） 深谷市東方地内 ５ヶ月 舗装工事 舗装面積 A=6,562㎡ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

88 深谷市下水道事業 舗装本復旧工事（R4-2） 深谷市岡地内 ５ヶ月 舗装工事 舗装面積 A=9,596㎡ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

89 深谷市下水道事業 舗装本復旧工事（R4-3） 深谷市小前田地内 ４ヶ月 舗装工事 舗装面積 A=830㎡ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

90 深谷市下水道事業 マンホールポンプ場改築更新工事 深谷市地内 ４ヶ月
機械器具設置
工事

機械器具設置工　N=1式 一般競争入札 令和４年１０月 新規

91 道路新設改良事業 雨水管埋設工事 深谷市上野台地内 ５ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１６０ｍ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

92 道路新設改良事業 道路改良工事 深谷市深谷町地内 ４ヶ月 土木一式工事 工事延長　Ｌ＝１１０ｍ 一般競争入札 令和４年１０月 新規

93
市管理排水機場操作
管理事業

七間堀排水機場補修工事 深谷市大塚地内 ５ヶ月
機械器具設置
工事

自然排水・吐出樋管ゲート部品交
換修繕 一式

一般競争入札 令和４年１０月 新規

94 図書館管理運営事業
深谷市立図書館非常用予備発電設
備ほか更新工事

深谷市仲町地内 ５ヶ月 電気設備工事
非常用予備発電設備更新及び自
家用電気工作物更新工事

一般競争入札 令和４年１０月 新規

95 深谷市水道事業 舗装本復旧工事（更新４－１） 深谷市本住町地内 ４ヶ月 舗装工事 本復旧工　A=1,200㎡ 一般競争入札 令和４年１１月 新規


